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(57)【要約】
　広告効果を追跡するための方法であって、印刷される
広告を備える広告コードをもたらし、前記広告コードは
広告を識別し、かつ該広告コードは潜在的顧客の手持ち
式装置によりスキャンすることができる。潜在的顧客に
広告コードをスキャンすることの奨励を提供し、該奨励
の値は手持ち式装置に格納される。潜在的顧客によりス
キャンされた広告コード上の情報を受け取り、結果とし
て手持ち式装置に格納されている奨励の値を低減する。
手持ち式装置およびシステムも提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告効果を追跡するための方法であって、
　印刷される広告を備える広告コードをもたらし、
　前記広告コードは広告を識別し、かつ該広告コードは潜在的顧客の手持ち式装置により
スキャンすることができ、
　潜在的顧客に広告コードをスキャンすることの奨励を提供し、該奨励の値は手持ち式装
置に格納され、
　潜在的顧客によりスキャンされた広告コード上の情報を受け取り、結果として手持ち式
装置に格納されている奨励の値を低減する方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記奨励はクーポンである方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記奨励はロイヤリティポイントプログラムである方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記手持ち式装置に格納される奨励の値は、該手持ち式装置でデータを消去または変化
することにより低減される方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記奨励はクーポンを含み、さらに当該クーポンに対する満了日の設定を行い、これに
より前記手持ち式装置は、前記クーポンが満了日に接近すると顧客に注意を促し、満了に
基づいてクーポンは自動的に削除されるか、または消去される方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　前記奨励の値は時間と共に減少し、比較的低い値になるか、または別の形式の奨励に変
換される方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、
　前記手持ち式装置に格納された奨励の値は、同じ装置により格納された広告コードの二
重使用のブロックにより削減され、これにより前記奨励を１回以上使用することはできな
い方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、
　前記手持ち式装置は二重スキャンをブロックし、これにより前記奨励は二重スキャンに
より増大せず、または顧客に二重スキャンの容認を促す方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、
　前記奨励は、広告に表示された商品の価格を低減する方法。
【請求項１０】
　ユーザにより償還される奨励のための手持ち式装置であって、
　印刷された広告データをスキャンするためのスキャナと、
　広告データと、ユーザまたは装置を識別するためのデータと、格納された広告データの
関数である奨励の値を格納するためのメモリと、
　通信インタフェースとを有し、
　広告データの少なくとも一部を、通信インタフェースを介して送信し、奨励の値を、広
告データの送信部分の関数として低減するプロセッサとを有する手持ち式装置。
【請求項１１】
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　請求項１０記載の手持ち式装置において、
　前記奨励の値はクーポン値である手持ち式装置。
【請求項１２】
　請求項１０記載の手持ち式装置において、
　前記奨励の値はロイヤリティポイントの値である手持ち式装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の手持ち式装置において、
　前記メモリは、多重ロイヤリティプログラムに対するロイヤリティポイントを格納する
ことができ、ロイヤリティカードとして機能し、またはロイヤリティポイントをコンピュ
ータに引き渡す手持ち式装置。
【請求項１４】
　広告効果を追跡するためのシステムであって、
　請求項１０記載の複数の手持ち式装置と、
　広告データの割合を受け取る奨励追跡装置とを有し、
　利益を手持ち式装置のユーザに、低減された奨励の値の関数として提供するシステム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のシステムにおいて、
　前記追跡装置は、広告データを格納する中央サーバであるシステム。
【請求項１６】
　手持ち式装置であって、
　印刷された広告データをスキャンするためのスキャナと、
　広告データ、およびユーザまたは装置を識別するデータを格納するためのメモリと、
　値を広告データの関数として供給するプロセッサと、
　通信インタフェースとを有し、
　前記プロセッサは前記値を低減するか、または広告データの一部を前記メモリから削除
し、広告データの一部または別の一部を、通信インタフェースを介して、通信インタフェ
ースからの入力の関数として、または手持ち式装置のユーザからの入力の関数として送信
する手持ち式装置。
【請求項１７】
　広告効果を追跡するための方法であって、
　印刷される広告を備える広告コードをもたらし、
　前記広告コードは広告を識別し、かつ該広告コードは潜在的顧客の手持ち式装置により
スキャンすることができ、
　潜在的顧客に広告コードをスキャンすることの奨励を提供し、該奨励の値は手持ち式装
置に格納され、
　潜在的顧客によりスキャンされた広告コード上の情報を受け取り、奨励に関連する利益
を顧客に提供し、該利益は手持ち装置の使用により償還される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に、広告を備える印刷材料、印刷材料をスキャンするためのスキャナの
ような手持ち式装置に関する。
【０００２】
　米国特許第６，４４８，９７９号および第６，７５３，８８３号を両者とも参考文献と
して取り入れる。この２つの明細書には、広告を含むマルチメディア情報の相互伝達を促
進した印刷媒体が記載されている。単独の機器であるスキャナとレシーバがポータルサー
バと通信し、ポータルサーバから受信されたマルチメディアシーケンス情報を再生する。
広告は、機械により読み取り可能なコード、例えばバーコードとして印刷される。バーコ
ードは高濃度のバーコードと、スキャナにより読み出されたコードからのデータを含む。
コードは、プロバイダ情報に相当するリンク情報を含む。この方法は英数字シーケンスで
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ある。このシーケンスは、マルチメディアシーケンス情報の再生を行う。スキャナ、レシ
ーバ、またはポータルサーバは、リンク情報をネットワークアドレスに変換することがで
き、これによりマルチメディアシーケンス情報を再生することができる。付加的にまたは
択一的に、ネットワークアドレス情報はコンピュータ実行可能コードを含むファイルを指
示することができ、レシーバまたはスキャナに表示することができる。このシステムは、
付加的コード形式、例えば利益払い戻し情報、リベート情報、およびクーポン情報を使用
することを意図している。このシステムはまた、リンク情報のないコード、例えばＵＰＣ
コードを収集し、管理することができる。人はＵＰＣ情報を取り出し、製品、クーポンに
ついての情報、または別の利益払い戻し情報を得ることができる。
【０００３】
　ユーザ入力情報はスキャナメモリに記憶することができる。通信ブリッジはリンク情報
を送信することができ、ユーザはレシーバに、そしてネットワークを介してポータルサー
バに情報を入力することができる。このシステムはまた、印刷広告主がその広告の印象を
追跡し、スキャンを実行する人について人口統計学的情報を追跡モジュールにより収集す
ることができる。追跡モジュールはさらに、特別の刊行物、刊行物の形式、またはプロバ
イダから発生するｅ－コマース業務のトランザクション値を追跡し、この業務に基づく料
金パーセントを計算することができる。スキャナは、広告がスキャンされた時間を追跡す
ることのできるクロックを有する。
【０００４】
　米国特許第６，８９６，１８２号も参考文献として取り入れる。この刊行物にはカード
識別コードが登録されているカード照合システムが記載されている。読み取りユニットは
、カード識別コードをカードから読み取る。照合装置は、読み取りユニットの現在地がカ
ード識別コードに所属する場合だけカードを照合する。カードは決済用のカードであり、
カ―ド識別コードが読み取りユニットにより読み取られた場合に使用される。カードの使
用地点は、読み取りユニットの現在地と一致する。カードのユーザ位置をカードの照合条
件に追加することにより、カードの不正使用を防止することができる。本願はまた日本特
許公開公報、特開平１１－５００５５０号に開示された携帯リモートＰＯＳ端末機に関す
るものである。決済システムでは、携帯無線決済端末機が設けられている。この端末機で
ユーザは商取引の業務データを、キーパッドを使用して入力する。商品のＵＰＣバーコー
ドはＣＣＤセンサにより読み取られる。ユーザのクレジットカード、デビットカードおよ
びスマートカードを読み取ることができる。携帯無線決済端末機は商取引とカードデータ
を中央ネットワークコントローラに、無線通信ネットワークを介して伝送する。中央ネッ
トワークコントローラは、決済施設にあるホストコンピュータに伝送し、決済施設はカー
ドデータと商取引をリアルタイムで順次処理する。決済施設は確認データを中央ネットワ
ークコントローラに返信し、無線決済端末機には無線通信ネットワークを介して返信する
。したがい無線決済端末機は、商取引の印刷レシートをユーザに発行する。
【０００５】
　図１は、食品産業で使用される切り抜きクーポン用に既存のクーポン買い戻しシステム
を示す。商品１２の製造業者１０は商品を小売店１４に配送し、クーポン情報をクーポン
エージェント１６に送信する。クーポンエージェント１６は、一般的に２０に示されてい
るデザインおよび印刷サービスに、顧客または消費者２２が切り抜き、または収集する印
刷クーポンを提供する。顧客はクーポンを小売店１４で償還する。レジスタはクーポンバ
ーコードをスキャンし、クーポンを食品マーケットまたは他の産業２４のデータベースと
比較する。小売店１４は紙クーポンをクリアリングハウス２６に送付する。クリアリング
ハウス２６はクーポンエージェント１６にフィードバックを提供する。このフィードバッ
クは、クーポンが切り取られた広告を識別するような広告情報および消費者についての制
限的情報を提供することができる。したがって製造業者、すなわち広告主は、印刷クーポ
ン広告の効果についての情報を得ることができる。
【０００６】
　発明の概要
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　本発明は広告効果を追跡する方法を提供するものであり、この方法は：
　広告を備える広告データを印刷するステップ、
　前記広告データは広告を識別し、かつ潜在的顧客の手持ち式装置によりスキャンするこ
とができ、
　潜在的顧客に広告データをスキャンすることの奨励を提供し、この奨励の値は手持ち式
装置に格納され、
　潜在的顧客によりスキャンされた広告データ上の情報を受け取り、結果として手持ち式
装置に格納されている奨励の値を低減するステップを有する。
【０００７】
　手持ち式装置に格納される奨励を提供することにより、顧客は利益の享受中に容易に広
告データを提供することができる。
【０００８】
　本発明はまた、ユーザにより償還される奨励のための手持ち式装置を提供するものであ
る。この手持ち式装置は、
印刷された広告データをスキャンするためのスキャナと、
広告データと、ユーザまたは装置を識別するためのデータと、格納された広告データの関
数である奨励の値とを格納するためのメモリと、
通信インタフェースと、
広告データの一部を、通信インタフェースを介して送信し、奨励の値を、広告データの送
信部分の関数として低減するプロセッサとを有する。
【０００９】
　本発明はまた広告効果を追跡するシステムを提供するものであり、このシステムは：
本発明の複数の手持ち式装置と、
　報奨金追跡装置とを有し、この報奨金追跡装置は広告データの一部を受け取り、利益を
手持ち式装置のユーザに、低減された報奨金値の関数として提供する。
【００１０】
　本発明はまた手持ち式装置を提供するものであり、このレ手持ち式装置は：
印刷された広告データをスキャンするためのスキャナと、
広告データと、ユーザまたは装置を識別するデータとを格納するためのメモリと、
値を広告データの関数として供給するプロセッサと、
通信インタフェースとを有し、
　前記プロセッサは前記値を低減するか、または広告データの一部を前記メモリから削除
し、広告データの一部または別の一部を、通信インタフェースを介して、通信インタフェ
ースからの入力の関数として、または手持ち式装置のユーザからの入力の関数として送信
する。
【００１１】
　プロセッサに、広告データをスキャンするための手持ち式装置でデビット機能または削
除機能を設けることにより、情報を供給するために、種々の価値ある報奨金をユーザに提
供することができる。報奨金は手持ち式装置自体により処理することができる。
【００１２】
　詳細な説明
　図２は、本発明のシステムの実施形態を一般的外観に示す。広告主３１からの広告３２
は例えば雑誌３０に印刷されている。
雑誌名、ページ、および広告主識別情報のような広告データ３４は、例えば符合形式で設
けることができる。これは米国特許第６，４４８，９７９号明細書に記載されている。潜
在的顧客４４は、例えばＡｐｐｌｅ社のｉポッド（ＴＭ）または携帯電話のような手持ち
式装置を有している。手持ち式装置は脱着可能なスキャナ４２を有し、このスキャナは印
刷広告データ３４をスキャンし、広告データを手持ち式装置４０のメモリに入力すること
ができる。スキャナ４２はインタフェース４３を介して取り付けられる。
【００１３】
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　例えばスーパーマーケット、電子的商品の販売店、ボートまたは自動車販売店である商
店５０で、ユーザは商品を選択し、購入し、レジスタ５２で勘定することができる。レジ
スタは単純に、大型商品を販売する商店の販売オフィス、またはスーパーマーケットレジ
カウンタに配置することができ、顧客が支払い情報を典型的に提供する他の商店個所でも
良い。
【００１４】
　レジスタ５２には通信インタフェース５４が設けられており、顧客４４の手持ち式装置
から広告データを読み取ることができる。広告データはロイヤリティプログラムのための
クーポンまたはポイントを含み、例えばニューヨークタイムズのＴＩＭＥＳＰＯＩＮＴＳ
、またはＣＶＳストアのＥＸＴＲＡＣＡＲＥを含む。このようなロイヤリティプログラム
は有利には広告主、広告出版社、または商店５０により実行される。クーポンは必須では
ないが典型的には広告主により提供される。このような奨励は顧客４４に対して、手持ち
式装置４０にある広告データを勘定の際にレジスタ５２で提供しようとする動機を与える
。
【００１５】
　レジスタ５２は典型的には支払い装置５６、例えばデビットカードまたはクレジットカ
ードのリーダを有する。この支払い装置５６は、制限的なユーザ情報を提供することがで
きる。インタフェース５４と支払い装置５６は１つの装置に組み込むことができる。
【００１６】
　レジスタ通信インタフェース５４は、例えば広告データを手持ち式装置４０から通信イ
ンタフェース４７を介して、赤外線またはスマートカード技術で読み出すことができる。
この通信インタフェース４７は例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈをサポートすることができる。
この個所での手持ち式装置はスキャナ４４を有する必要のないことに注意すべきである。
インタフェース４７とインタフェース４３は１つのインタフェースとすることもできる。
【００１７】
　この実施形態では、広告データを手持ち式装置４０からレジスタ５２へ送信するのに２
つのやり方がある。
【００１８】
　第１のやり方では、顧客４４は手持ち式装置４０上で入力デバイス４６を介して、記憶
した広告データをスクロールすることができ、例えば情報をディスプレイ４８に表示する
ことができる。表示情報は広告データの関数であり、付加的情報が例えば手持ち式装置の
、表示情報を備えるサーバとのインタフェースを通して得られる。例えば顧客は自分のホ
ームコンピュータとインターネットを介して、制限的にスキャンされた広告データをサー
バに送信し、１つのメディア表示情報、例えば実際のクーポンの画像または広告中の製品
画像を受信することができる。この実施例でマルチメディア情報は、多くのメモリスペー
スを必要とするので所望されない。
【００１９】
　顧客４４は、商店５０のレジで物理的に勘定される商品５９に関連する広告データ３４
を選択することができ、顧客４４は商品５９を携えて商店５０を去る。顧客は入力デバイ
ス４６上のボタンを押し、広告データをレジインタフェース５４に送信することができる
。そしてレジインタフェース５４は情報をレジプロセッサ５８に供給することができる。
レジプロセッサ５８は、顧客が商品５９に対するリベートを受ける権利があるか否かを検
査し、あればリベートを適用し、支払い装置５６で顧客４４は商品５９に対して少ない金
額を払う。商品５９の識別は例えばバーコードリーダ５５により行うか、または商店従業
員により入力される。ユーザ情報または装置ＩＤは手持ち式装置４０を介して、および／
または支払い装置５６により提供することができる。付加的にリベート金額は手持ち式装
置４０によっても、レジスタ５２によっても、顧客が提供しようとする情報の関数として
変更することができる。例えば顧客４４が自宅の住所に関する情報を提供すれば、クーポ
ン値を上昇することができる。顧客は、広告データ、ユーザデータまたは装置データの送
信をコントロールすることができる。
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【００２０】
　第２のやり方で、広告データは、商品がバーコードスキャナ５５を介してスキャンされ
ることにより、または商品情報がレジスタ５２に商店従業員によって入力されることによ
り送信することができる。そしてレジスタ５２は広告データを、スキャンされた商品情報
に関連して手持ち式装置４０で検索する。スキャンされた商品情報と広告データとのこの
ような比較は手持ち式装置４０で、またはレジスタ５２で行うことができる。広告データ
は、広告された製品上にＵＰＣコード情報を含むことができるから、比較は簡単な数値マ
ッチング演算とすることができる。
【００２１】
　スキャンされた商品情報に関連する広告データは、レジスタ５２を介してユーザ情報ま
たはデバイス情報と共に送信することができ、商品の販売情報は広告主に送信することが
できる。
【００２２】
　広告主３１は、広告３２の効果、およびこれに関連する奨励情報を判断することができ
る。例えばシリアルの広告主は、スキャンすれば１０ロイヤリティポイントまたは１ドル
の価値のあるクーポンを提供することを明言した１０，０００の広告を印刷し、スキャン
すれば２０ロイヤリティポイントまたは２ドルの価値のあるクーポンを提供することを明
言した１０，０００の広告を印刷することができ、どちらの広告が１０ポイントの価値が
あり、どちらの広告が２０ポイントの価値があるかを指示する広告データを提供すること
ができる。広告主は、値の変化が広告に対する応答率を変化させるか否かを見ることがで
きる。さらに広告がすべて同じであっても、広告主３１は種々の商店５０で販売を追跡す
ることができる。商店情報も広告主３１に提供することができ、広告主はどこで商品が購
入されたかを知ることができる。
【００２３】
　この情報は多くの広告主にとって非常に価値があり、現在では切り抜きクーポンを除い
て捕捉することができない。しかし切り抜かれたクーポンは扱いにくく、印刷するのに多
量のＵＰＣコードを必要とし、しかも顧客はクーポンを切り抜かなければならない。本発
明より、広告データを提供するために、顧客に対して特別の奨励が可能になる。クーポン
またはロイヤリティプログラムからのフィードバックはほとんど瞬時である。このような
広告に対する応答率は、ほとんどの販売ポイントで決定することができ、本発明はｅ－コ
マース販売またはクーポン切り抜きプログラムと関連して使用することができる。
【００２４】
　図３は、中央サーバを使用する食品マーケット産業に対するクーポン払い戻しの実施例
を例として示す。広告主３１、ここでは食品製造業者は、商品を商店５０に提供する。商
店はＳＫＵ（ストックキーパユニット）番号をすべての商品に対して受け取る。広告主３
１はまたステップ５２．５３，５３，５４，５５でクーポンエージェント５１を介して、
クーポンを広告と共に印刷させる。
【００２５】
　顧客４４は広告を手持ち式装置４０によりスキャンする。ここで装置はクーポンスマー
トカードを規定し、これによりクーポンデータを含む広告データを得ることができる。オ
プションステップで、広告主はクーポンデータが有効になるよう、ホームコンピュータま
たは中央サーバ７０へのインターネットリンク６０を介して要求することができる。この
時点で広告データを収集し、エージェント５１に送信することができる。そしてクーポン
が完全な使用のために有効化される（例えば発行されたクーポンのデータベースに対して
チェックし、手持ち式装置に格納することのできる照合コードを供給することにより）。
広告データにはユーザデータまたはデバイスＩＤを設けることも、設けないこともできる
。このユーザデータまたはデバイスＩＤは顧客により、例えば入力ボタンを押すことによ
り決定され、手持ち式装置に、この情報を提供すべきか否か問い合わされる。表示情報、
クーポン値を上昇させるために付加的ディスカウントまたはプロモーション、または他の
情報を手持ち式装置４０に、クーポンの閲覧および／または有効化のために送信すること
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ができる。
【００２６】
　次に顧客４４は小売店５０で買い物をすることができ、勘定に基づき、手持ち式装置４
０にスキャンされたクーポンを供給し、上記のようにリベートを受け取ることができる。
クーポンはこの時点で中央サーバ７０により有効化、または再有効化することができる。
これは例えば、満了データをチェックし、小売店５０に有効コードを供給することにより
行われる。中央サーバ７０はこの時点で、広告データとユーザまたはデバイスＩＤ情報、
および販売データと商店データを収集し、エージェント５１に転送する。広告効果を決定
するためのフィードバックの利点は勘定を済ませた後、直ちに得られる。エージェント５
１は次にこの情報を広告主３１に提供することができ、例えば反応率に応じて広告を変更
することができる。
【００２７】
　図４は、商店での勘定時に使用するための顧客手持ち式装置４０の実施例を概略的に示
す。この手持ち式装置４０は入力デバイス４６、ディスプレイ４８、印刷広告データをス
キャンするためのスキャナに対するインタフェース４３、広告データを記憶するためのメ
モリ６２、入力データを入力デバイスから受け取り、ディスプレイに広告データに関連す
る表示情報を供給するためのプロセッサ６３、商店レジスタおよびプロセッサ６３とイン
タフェースするための通信インタフェース４７を有する。図４のディスプレイには実際の
広告データが示されているが、典型的にはデータの一部または、中央サーバから受信され
た表示データが、新聞から切り抜いたクーポンに類似するクーポン画像として表示される
。
【００２８】
　プロセッサ６３はソフトウエアプログラムを実行する。このプログラムは、スキャンし
た広告データの入力と、メモリへの記憶を可能にし、同様にユーザまたはデバイス情報の
入力と記憶を可能にする。記憶されたデータをレジスタプロセッサからのデータ、および
ユーザにより入力されたデータと比較する比較ステップを有しても良い。
【００２９】
　顧客はユーザデータ、例えば名前、住所、電話番号、および他のコンタクト情報を装置
４０に、入力デバイス４６、例えば携帯電話のキーを介して入力することができる。パー
ソナル暗証コードも入力し、記憶することができる。
【００３０】
　１つの特別の実施例として、シリアルブランドに対する広告を、スキャン可能な画像Ｔ
ＩＭＥＳ　０２／０３／０６　ＰＡＧＥ３　ＡＤＶＥＲＴＩＳＥＲ　Ｚ　ＰＲＯＤＵＣＴ
　Ｘ　ＥＤＩＴＩＯＮ　３　ＶＡＬＵＥ　１０と共に印刷することができる。これは広告
主がＺ、シリアル製造業者であることを指示し、ニューヨークタイムズの３ページに２０
０６年２月３日に製品Ｘに対して印刷された広告を有する。この広告は製品Ｘに対する第
３版であり、１０セント割引を指示する１０のクーポン値を提供する。明らかに単純な英
数字シーケンスも類似の情報を提供することができ、例えば２次元のバーコードによって
スペースと可視的インパクトを最小にすることができる。
【００３１】
　顧客は、タイムズを読む時に広告データをスキャンし、データが手持ち式装置４０に記
憶される。前もって顧客は、非制限的な例であるが、自分の名前、住所、電話番号、年齢
、およびｅメールアドレスまたはその他の個人情報を手持ち式装置４０に入力している。
【００３２】
　商店で顧客は、製品Ｘシリアルを思い出し、これを買う決心をする。そしてレジカウン
タに進む。勘定時に商店従業員は製品Ｘに対するバーコードをスキャンする。このバーコ
ードにより勘定プロセッサは製品Ｘが購入されたことを知る。次に顧客は、自分が手持ち
式装置４０を持っていることを声明し、商店従業員はボタンを押してク―ポンチェックを
レジスタ５２により、インタフェース４７，５４を介して実行させる。「製品Ｘ」または
類似のＩＤが手持ち式装置に提示される。手持ち式装置はそのプロセッサ６３を介してこ
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の言葉を製品Ｘに対する広告データと一致させ、製品Ｘ広告データをレジスタ５２に送信
し、レジスタは１０セントのリベートを指示する。広告データは中央サーバに送信され、
中央サーバはこのようなクーポン値が広告に適切なデータ上で提供されていること、クー
ポンが期限切れでないことを検証し、確認コードをプロセッサ５８に送信する。そしてこ
のプロセッサ５８は受信に基づいて１０セントのリベートを提供する。したがってレジス
タは１０セント安い支払いを要求する。この時点でまたはこれより早期に、顧客は例えば
商店従業員により、クレジットカードまたは手持ち式装置からの顧客情報を、さらに大き
なリベートのために提供する用意があるか否か問い合わされる。リベートの大きさは、顧
客が提供しようとする情報の量、例えばｅメールアドレスだけか、またはｅメールアドレ
スと名前かに依存する。暗証コードは例えば顧客により入力することができ、これにより
この情報がレジスタ５２に転送される。暗証コードは、広告データを提示する前に要求す
ることもできる。こうして顧客は支払い、商店を去ることができる。広告主は、広告デー
タ、顧客情報および商店情報を、クーポン確認または支払い後に受け取ることができる。
商店は次に、クーポン払い戻しと処理フィ―を広告主から、例えば図３に示すように電子
的ファンドトランスファーにより受け取ることとなる。
【００３３】
　いったん広告データがレジスタ５２に送信されると、広告データは消去されるか、また
はクーポン値が装置４０でゼロにセットされ、クーポンを再び償還することはできなくな
る。この値削減はレジスタ５２により送信されるコマンドによっても行うことができる。
または、ユーザが広告データを送信するときに自動的に行うことができる。デバイスＩＤ
または顧客ＩＤが手持ち式装置の使用のたびに提供されるのであれば、値の削減は中央サ
ーバまたはレジスタで行うこともできる。これにより広告データは手持ち式装置４０に残
るが、クーポンはレジスタで再び使用することができなくなる。および／または中央サー
バは、この装置または顧客が以前にクーポンを使用したことを知る。したがって中央サー
バは各クーポンとデバイスＩＤを、例えば複製の防止のために格納することができる。ク
ーポンはまた、手持ち式装置の時計、またはレジスタまたは中央サーバの時計によりチェ
ックされるクーポンの日付満了に基づいて消去することもできる。手持ち式装置のディス
プレイによる、日付満了が接近していること、例えば満了の２日前であることの通知は、
プロセッサのプログラムにより送信することができる。
【００３４】
　手持ち式装置のプロセッサのプログラムはまた、二重スキャンをブロックすることがで
きる。これにより奨励が二重スキャンにより増大することはなく、第２のクーポンまたは
奨励は格納されない。または顧客に二重スキャンの容認を促すこともできる。
【００３５】
　機械により読み出し可能なデータ３４は、製造業者のクーポンが満了日までに使用され
れば、そのクーポンのすべての価値を提供する。本発明の有利な方法は、その満了日まで
に償還されなかったクーポンに価値を付加する。典型的には、クーポンは製造業者により
、その販売および促進スケジュールに基づいて送信されるが、このスケジュールは顧客の
製品購買の希望と、顧客が広告をメールで受信した時点では一致しない場合もある。した
がって製造業者にとって顧客の情報を受け取る好機と、顧客にとってクーポンをスキャン
する動機が失われてしまう。したがって印刷されたクーポンは無意味となり、捨てられ、
それに対して支払った製造業者にも、雑誌または新聞を購入した顧客にも価値が付加され
ない。したがって手持ち式装置内のプログラムは、製造業者の満了日を越えるとクーポン
値を低減するようにプログラミングすることができる。または満了したクーポンをロイヤ
リティポイントに転換することができる。このように行うことで、チャンスのあるクーポ
ンをスキャンするための顧客に対する報奨金が、この顧客が満了日までの使用しなくても
、維持され、製造業者は顧客情報を入手するチャンスを改善する。
【００３６】
　すべてのタイプのクーポン報奨金を、所定の閾値または条件が適切であれば可変に、ま
たは変率にすることができる。例えばクーポンには、より多くの顧客情報を提供すること
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とができる。例えばＡ店での所定のシリアルの買い手には、同じシリアルをＢ店で購入し
た場合よりも高いリベートが与えられる。この差別化は中央サーバにより、勘定前にまた
は勘定時に確認に基づいて提供される。または広告データ自体の中で提供される。
【００３７】
　ロイヤリティポイントによる択一的実施例では、シリアルブランドに対する広告を、ス
キャン可能な画像TIMES 02/03/06 PAGE3 ADVERTISER Z PRODUCT X EDITION 3 VALUE 10と
共に印刷することができる。これは広告主Ｚがシリアル製造業者であることを指示し、ニ
ューヨークタイムズの３ページに２００６年２月３日に製品Ｘに対して印刷された広告を
備える。この広告は製品Ｘに対する第３版であり、例えば１０タイムズポイントを指示す
る１０のロイヤリティポイント値を提供する。このポイントはニューヨークタイムズウェ
ブサイトを介して種々の利益のために償還することができる。有利な択一的実施例として
、所望であればこのようなロイヤリティポイントは、装置４０から顧客のタイムズポイン
トロイヤリティプログラムデータベースに移管することができる。したがって装置４０は
、広告データ３４をいずれかの製造業者ロイヤリティプログラムから収集するのに使用す
ることができ、広告データをそれぞれの製造業者のロイヤリティプログラムに移管するこ
とができる。装置４０の別の利点は、顧客が何枚もロイヤリティプログラムカードを携帯
する必要がないことである。したがって装置４０は記憶媒体、パススルーデバイス、また
は多種のロイヤリティプログラムに対するロイヤリティカードとすることができる。
【００３８】
　顧客は、ニューヨークタイムズを読む時に広告データをスキャンし、データが手持ち式
装置４０に記憶される。次に顧客は例えば手持ち式装置、ＰＣ、またはインターネットサ
ービスプロバイダを介して、タイムズウェブサイトに広告データを提供することができ、
顧客口座に対して有効にされた１０ロイヤリティポイントを受け取る。この時点で広告デ
ータを消去することができ、またはデバイスＩＤとユーザＩＤを介してタイムズウェブサ
イトは同じ装置ユーザからの、同じ広告スキャンに対するさらなるロイヤリティポイント
を拒否することができる。次にタイムズは、広告が顧客により読まれた、または注目され
たという広告プルーフを提供することができる。このシステムにより有利には、出版社は
どの広告が読まれたかを検証し、測定することができる。すなわち広告効果を検証するこ
とができる。
【００３９】
　ロイヤリティポイント量はまた、変率の報奨金を提供するためにクーポン量と同様に可
変とすることができる。
【００４０】
　スキャナは手持ち式装置に組み込むことができ、有利には携帯電話のカメラとすること
ができる。
【００４１】
　したがって商店または広告主は手持ち式装置から貴重なユーザ情報を受け取り、反対に
利益を手持ち式装置のユーザに提供する。したがってこの利益の使用は、手持ち式装置に
格納された報奨金値の削減となる。これは手持ち式装置自体での値の直接的低減により、
例えばクーポンの消去、またはポイント値の低減により行われるか、または値の削減は間
接的に例えばレジスタまたはサーバにより行われ、手持ち式装置に格納されたクーポンは
再使用できなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、従来のクーポンクリアリングハウスシステムを示す。
【図２】図２は、本発明のシステムの実施形態を概略的に示す。
【図３】図３は、本発明の方法の実施形態をフローチャートに示す。
【図４】図４は、本発明の手持ち式装置の実施形態を示す。



(11) JP 2009-531778 A 2009.9.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2009-531778 A 2009.9.3

10

20

30

40

【国際調査報告】



(13) JP 2009-531778 A 2009.9.3

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,K
R,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD
,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

(74)代理人  100110593
            弁理士　杉本　博司
(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  ロジャー　ロバート　ベレンジャー
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　ドーヴァー　バック　ロード　３３６
(72)発明者  トーマス　ボーウェン　クラーク
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　ダーハム　エイムブラー　ウェイ　６


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

